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にら納豆 ★米　★なたね油　麩 納豆　豆腐　豚ひき肉　煮干し ★にら　★なす　★ピーマン　

雑穀入り玄米ご飯 味噌 干しいたけ　★ほうれん草　昆布

かみなり豆腐 人参　ぶどう

ほうれん草の味噌汁

おやつ オレンジ寒天 435kcal おやつ

若布ご飯 ★米　胡麻　★なたね油　さつま芋 大豆　鰹節　油揚げ　煮干し　 若布　ごぼう　人参　干しいたけ 雑穀入り玄米ご飯 ★米　★なたね油　★里芋　砂糖　 カレイ　ちくわ　油揚げ　煮干し 生姜　白菜　もやし　人参　

大豆と根菜煮 こんにゃく 味噌　牛乳 昆布　★いんげん　★りんご　 カレイの唐揚げ・白菜のお浸し 小麦粉　片栗粉　白玉粉　胡麻 味噌 ★キャベツ　昆布　

りんご 白菜 里芋の煮ころがし

白菜の味噌汁 キャベツの味噌汁

おやつ 蒸かし芋　牛乳 497kcal おやつ 胡麻団子 462kcal

ほうれん草納豆 ★米　★なたね油　白滝　砂糖 納豆　油揚げ　卵　煮干し　味噌 ★ほうれん草　切干大根　人参 にゅうめん ★米粉麺　★じゃが芋　★ねぎ 鶏肉　煮干し　豚ひき肉　牛乳 若布　★ねぎ　人参　昆布　

雑穀入り玄米ご飯 ヨーグルト ★にら　昆布　バナナ　★りんご じゃが芋のきんぴら ★ピーマン　人参　ミニトマト ★ピーマン　ミニトマト

切干大根炒り キウイフルーツ ミニトマト ★なたね油　バナナ バナナ

にらと卵の味噌汁

おやつ フルーツヨーグルト 434kcal おやつ バナナ　牛乳 456kcal

雑穀入り玄米ご飯 ★米　★なたね油　 鮭　厚揚げ　鰹節　油揚げ　 ミニトマト　小松菜　人参　昆布 ねぎ味噌納豆 ★米　★なたね油　砂糖　麩 納豆　味噌　油揚げ　煮干し ★ねぎ　★なす　玉ねぎ　大根

鮭の塩焼き・ミニトマト 煮干し　味噌 若布　★ねぎ　★枝豆 雑穀入り玄米ご飯 ★じゃが芋 バター 昆布　人参

小松菜の煮浸し 茄子炒り

若布の味噌汁 大根の味噌汁

おやつ 枝豆 442kcal おやつ じゃがバター 456kcal

きのこのカレーライス ★米　★なたね油　砂糖　胡麻油 豚肉　牛乳 生姜　にんにく　人参　玉ねぎ　

野菜のナムル ★じゃが芋 エリンギ　しめじ　★チンゲン菜

ぶどう もやし　グレープフルーツ

寒天

おやつ 牛乳寒天 478kcal おやつ

白菜納豆 ★米　★なたね油　白滝 納豆　油揚げ　鰹節　豆腐　 白菜　ひじき　人参　昆布　 小松菜納豆 ★米　★なたね油　白滝　砂糖 納豆　油揚げ　煮干し　味噌 小松菜　すき昆布　人参　昆布

雑穀入り玄米ご飯 煮干し　味噌　牛乳 ★ねぎ　バナナ 雑穀入り玄米ご飯 ヨーグルト ★かぼちゃ　玉ねぎ　バナナ

ひじき炒り すき昆布煮 キウイフルーツ　★りんご

豆腐の味噌汁 かぼちゃの味噌汁

おやつ バナナ　牛乳 460kcal おやつ フルーツヨーグルト 451kcal

麻婆豆腐丼 ★米　★なたね油　胡麻油　春雨　 豆腐　豚ひき肉　味噌　煮干し 干しいたけ　★ねぎ　生姜　人参 雑穀入り玄米ご飯 ★米　砂糖　★里芋　こんにゃく たら　鰹節　豚肉　厚揚げ ★ほうれん草　もやし　人参

春雨サラダ 砂糖　胡麻　★とうもろこし 牛乳 にんにく　★にら　もやし たらの照り焼き コンスターチ　黒砂糖 煮干し　味噌　きな粉 しめじ　★ねぎ　昆布

オレンジ オレンジ　★ほうれん草　昆布 ほうれん草のお浸し

ほうれん草の中華スープ ★きゅうり　★かぼちゃ 芋の子汁（味噌味）

おやつ かぼちゃの甘煮　牛乳 493kcal おやつ 黒糖くずもち 446kcal

オクラ納豆 ★米　★なたね油　麩　砂糖　 納豆　厚揚げ　味噌　煮干し　 ★オクラ　★キャベツ　玉ねぎ

雑穀入り玄米ご飯 白玉粉 きな粉 人参　しめじ　★いんげん　昆布

厚揚げの味噌炒め

いんげんの味噌汁

おやつ 月見団子（きな粉） 499kcal おやつ

雑穀入り玄米ご飯 ★米　砂糖　★じゃが芋 鯖　味噌　油揚げ　煮干し　 玉ねぎ　生姜　★キャベツ　人参 炊き込みご飯 ★米　★なたね油　麩　砂糖 油揚げ　高野豆腐　鰹節　煮干し ごぼう　人参　干しいたけ　

鯖と玉ねぎの味噌煮 ヨーグルト もやし　若布　昆布　バナナ 高野豆腐と野菜煮 ホットケーキミックス 味噌　牛乳　卵 オレンジ　★チンゲン菜　小松菜

キャベツのお浸し オレンジ 昆布　★りんご

じゃが芋の味噌汁 小松菜の味噌汁

おやつ バナナヨーグルト 430kcal おやつ りんご蒸しパン 472kcal

キャロットライス ★米　胡麻　★なたね油　小麦粉 バター　豚ひき肉　豆乳　 人参　★かぼちゃ　★りんご　 しめじとほうれん草納豆 ★米　★じゃが芋　★なたね油 納豆　豚肉　煮干し　味噌　バター しめじ　★ほうれん草　玉ねぎ

かぼちゃのそぼろあんかけ 片栗粉　★じゃが芋　 粉チーズ　 白菜　玉ねぎ　しめじ　青のり 雑穀入り玄米ご飯 白滝　砂糖 牛乳 人参　★いんげん　★なす　昆布

りんご 肉じゃが ★かぼちゃ

白菜の豆乳スープ 茄子といんげんの味噌汁

おやつ じゃが芋のチーズ和え 455kcal おやつ かぼちゃのバター煮　牛乳 471kcal

モロヘイヤ納豆 ★米　★なたね油　白滝　胡麻油 納豆　油揚げ　煮干し ★モロヘイヤ　ごぼう　人参

雑穀入り玄米ご飯 ★とうもろこし ★チンゲン菜　玉ねぎ　

きんぴらごぼう 干しいたけ　昆布

チンゲン菜の中華スープ

おやつ とうもろこし 429kcal

豚にら丼 ★米　さつま芋 豚肉　卵　鰹節　高野豆腐　 もやし　人参　★にら　★ねぎ

ほうれん草のおかか和え 煮干し　味噌　牛乳 ★ほうれん草　グレープフルーツ

グレープフルーツ 昆布

高野豆腐の味噌汁

おやつ 蒸かし芋　牛乳 498kcal
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